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１． 組織の概要 

 

・事業所名及び代表者氏名 

 

  三洋紙業株式会社 

代表取締役 齊田 守 

 

・所在地 

 

三洋紙業株式会社：東京都足立区西伊興 3-15-25 

三洋紙業㈱ 第三倉庫：東京都足立区西伊興 2-8-8 

オーシャンパッケージ株式会社：埼玉県川口市東領家 5-6-18 

 

・環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 

 

環境管理責任者: 三洋紙業株式会社 HP：http://www.sanyoshigyo.com/ 

営業本部 本部長 平田 則夫 TEL：03-3897-7181  FAX：03-3897-7198 

              メールアドレス hirata@sanyoshigyo.com 

 

連絡担当者: 三洋紙業株式会社 

総務部 部長 齊田 竜也  TEL：03-3897-7181  FAX：03-3897-7198 

              メールアドレス ta-saita@sanyoshigyo.com 

  

 

・事業活動の内容 

 

ディスプレイ、紙器ノベルティ商品、ジグソーパズル、商業印刷物の製造及びサイン事業 

 

・事業の規模 

主要製品の売上金額   三 洋 紙 業 ㈱    2,220,780 千円／2021年度 

            オーシャンパッケージ㈱   265,054 千円／2021年度 

                 （2021年 4月～2022年 3月） 

                      

                                                                2021年 4月現在 

 三洋紙業㈱ 
第三倉庫（三洋紙業

㈱） 

オーシャンパッケージ

㈱ 

従業員数 34名 無人 23名 

延床面積 895㎡ 231㎡ 1,860㎡ 

 

２． 対象範囲 

 

 ・登録組織名：三洋紙業株式会社 

 

・対象事業所：三 洋 紙 業 ㈱ ：東京都足立区西伊興 3-15-25 

       三洋紙業㈱ 第三倉庫 ：東京都足立区西伊興 2-8-8 

       オーシャンパッケージ㈱：埼玉県川口市東領家 5-6-18  

mailto:ta-saita@sanyoshigyo.com


2 

 

 

３． エコアクション 21 実施体制 

 

 

承認 作成 

三洋紙業（株）・オーシャンパッケージ（株） 

代表者 （社長） ・経営における課題とチャンスの明確化 

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 

・環境経営システムの実施及び管理に必要な設備・費用・時間・人を用意 

・環境管理責任者を任命 

・代表者による全体の評価と見直しを実施 

環境管理責任者 ・環境経営システムを構築・運用する（代表者からＥＡ２１の権限を委任） 

・実施体制の構築（組織図及び役割・責任・権限） 

・環境目標・環境活動実施計画書/実績表の作成 

・教育・訓練の実施を指示 

・環境上の緊急事態への準備・対応 

・環境活動レポート作成 

・環境活動の取り組み結果を代表者へ報告 

ＥＡ２１事務局 ・ＥＡ２１の推進（環境管理責任者の指示を受けて） 

・環境への負荷及び取組チェック実施 

・環境関連法規等の取りまとめ表作成と遵守評価実施 

・環境関連文書・記録の管理 

総務部長 ・外部環境情報の窓口（総務部） 

生産管理部部長 ・環境目標及び環境活動計画の実施・確認・評価、達成状況の報告 

開発部次長 ・環境活動におけるチェックリストの記録・運用管理 

オーシャンパッケージ ・実施上の問題点の是正・予防処置実施 

全従業員 ・環境方針を理解し、環境への取り組みの重要性を自覚 

・ＥＡ２１で決められた各自の役割を実施 

ＥＡ２１事務局 
齊田 竜也 

 

役割・責任・権限 

平田 齊田竜也 

 

代者（社長） 
齊田 守 

環境管理責任者 
平田 則夫 

開発部次長 
矢田部 秀和 

総務部長 
齊田 竜也 

生産管理部部長 
小宮 邦之 

オーシャンパッケージ（株） 
船木 安規男 
( 顧問 藤野） 
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４． 環境経営方針 

  

 



4 

 

 

５-1．三洋紙業 ㈱：環境経営目標・実績 
 

中長期目標 

 
基準年度 2021年度 2022 年度 2023年度 

１．二酸化炭素排出量削減     

・電気    (Kg-CO2) 19,681 △9％ △9％ △10％ 

・ガソリン   (Kg-CO2) 75,023 △8％ △9％ △10％ 

・ＣＯ２合計   (Kg-CO2) 94,704 △8.2％ △9％ △10％ 

２．廃棄物排出量削減     

・一廃             (t) 30.72☆ △7％ △8％ △8％ 

・産廃             (t) 5.09 △7％ △7％ △7％ 

３．水使用量削減   (㎥) 270 △7％ △7％ △7％ 

４．環境対応商品販売（円） 

  紙のミルフィーユ 
￥2,600,000★ 

110％ 

￥2,860,000 

115% 

￥2,990,000 

115％ 

￥2,990,000 

※基準年度は無印（2012年 4月～2013年 3月）、★は 2016年度、☆は 2018年度 

※CO2排出係数は、2018年度 TEPCOの調整後排出係数 0.455kg-co2/kwhを使用した。 

 

 

2021年度運用結果（2021年 4月～2022年 3月） 

 
基準年度 

目標 実績 評価 

数値 削減率 数値 削減率  

１．二酸化炭素排出量削減       

・電気     (Kg-CO2) 19,681 17,910 9％ 18,666 5.2％ ✕ 

・ガソリン     (Kg-CO2) 75,023 69,021 8％ 56,651 24.5％ ○ 

ＣＯ２合計    (Kg-CO2) 94,704 86,931 8.2％ 75,317 20.5％ ○ 

・灯油     (Kg-CO2) ― ― ― 436 ― ― 

・液化石油ガス(LPG)(Kg-CO2) ― ― ― 175 ― ― 

ＣＯ２総合計  (Kg-CO2) 94,704 86,931 8.2％ 75,928 19.8％ ○ 

２．廃棄物排出量削減       

・一廃 合計      (t) 30.72☆ 28.57 7％ 24.14 21.4％ ○ 

・産廃             (t) 5.09  4.73 7％ 8.89 174.7％ ✕ 

３．水使用量削減  (㎥) 270 251 7％ 317 117.4％ ✕ 

４．環境対応商品販売(円) 

紙のミルフィーユ 

￥2,600,000

★ 
￥2,860,000 10％増 ￥2,133,168 18.0％減 ✕ 

※基準年度は無印（2012年 4月～2013年 3月）、★は 2016年度、☆は 2018年度 
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５-2．オーシャンパッケージ㈱：環境経営目標・実績 
 

中長期目標 

 
基準年度 2021年度 2022 年度 2023年度 

１．二酸化炭素排出量削減     

・電気    (Kg-CO2) 86,337 △11％ △11％ △11％ 

・ガソリン    (Kg-CO2) 13,280◎ △5％ △10％ △11％ 

・ＣＯ２合計   (Kg-CO2) 99,617 △10.2％ △10.9％ △11％ 

２．廃棄物排出量削減     

・一廃             (t) 0.91◆ △11％ △12％ △13％ 

・産廃             (t) 262.00◎ △3％ △3％ △3％ 

３．水使用量削減   (㎥) 287 △11％ △11％ △11％ 

４．環境対応商品販売(件) （委託製造の為 0） ― ― ― 

※基準年度は無印（2012年 4月～2013年 3月）、◎は 2017年度、◆は 2020年度 

※CO2排出係数は、2018年度 TEPCOの調整後排出係数 0.455kg-co2/kwhを使用した。 

 

 

 

2021年度運用結果（2021年 4月～2022年 3月） 

 
基準年度 

目標 実績 評価 

数値 削減率 数値 削減率  

１．二酸化炭素排出量削減       

・電気     (Kg-CO2) 86,337 76,840 11％ 84,775 1.8％ ✕ 

・ガソリン     (Kg-CO2) 13,280◎ 12,616 5％ 6,510 51.0％ ○ 

ＣＯ２合計    (Kg-CO2) 99,617 89,456 10.2％ 91,285 8.4％ ✕ 

・灯油     (Kg-CO2) ― ― ― ― ― ― 

・液化石油ガス(LPG)(Kg-CO2) ― ― ― 37 ― ― 

ＣＯ２総合計  (Kg-CO2) 99,617 89,456 10.2％ 91,322 8.3％ ✕ 

２．廃棄物排出量削減       

・一廃 合計      (t) 0.91◆ 0.81 11％ 0.68 25.3％ ○ 

・産廃             (t) 262.00◎ 254.00 3％ 245.60 6.3％ ○ 

３．水使用量削減  (㎥) 287 255 11％ 258 10.1％ ✕ 

４．環境対応商品販売(件) (委託製造の為 0） ― ― ― ― ― 

※基準年度は無印（2012年 4月～2013年 3月）、◎は 2017年度、◆は 2020年度 
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６．環境経営計画・取組結果と評価、次年度の取組内容 

 （三洋紙業(株)・オーシャンパッケージ㈱ 共通） 

環境経営計画 取組結果と評価 次年度の取組内容 

二酸化炭素排出量削減 

（電気） 

①不在時の消灯 

②エアコンの温度管理 
③クールビス・ウォームビズ運動 

④業務効率を上げ残業を減らす 

・昼休みや外出時の消灯は定着した。 

・エアコンの設定温度を極力変えない

ようサーキュレーターや加湿器を併

用した。 

・オーシャンでは大型機械や照明の増

設があり、また業務量が増え残業も

多かったため、電気使用量が増加し

た。 

 

【評価】体調管理や作業効率を考え室

内温度を調節することはやむを得な

いが、その分無駄をなくし、こまめな

節電を徹底する。 

 

本年度の取組に加えて

オーシャンでは設備が

増加した分、効率を上

げ節電に取り組む。 

引き続きエコを意識し、

こまめな節電と残業の削

減を目指す。 

二酸化炭素排出量削減 

（ガソリン） 
①タイヤの点検 

②最短距離になるように計画する 

③メンテナンス、エコドライブの徹底 

・タイヤの定期的な点検やメンテナンス

の声掛けを実施。 

・三洋オーシャン共に、ガソリンの使用

量が削減できている。 

 

【評価】乗り方の工夫、努力の結果が出

た。来期も継続していく。 

 

本年度の取組を継続し

て実施する。 

引き続き日頃のメンテ

ナンスも忘れず、エコド

ライブを実施していく。 

廃棄物排出量削減 
①両面コピー、ペーパーレスの推進 

②紙類を分別し、資源化 

③一般・産業廃棄物の削減 

④マニフェストの管理 

 

・両面コピーやペーパーレスと共に、コ

ピーの裏紙利用も定着した。 

・廃棄物の分別はできている、無駄なご

みを出さないよう常に心掛ける。 

・オーシャンでは、実績値の集計ができ

たため今年度から 2020 年を基準年

度とした。 

 

【評価】三洋の産廃量が多いのは努力

不足か、分別が不十分なのか、原因

を解明する。 

 

引き続き両面コピーや

ペーパーレスの推進、

分別、資源化は継続し

て実施する。 

ミスコピーをなくし、会議

資料や提出書類の電子

化を進めていく。 

産業廃棄物が削減でき

ない理由の究明。 

水使用量の削減 
①給排水状態や使用量に異常があ

れば原因を調べ改善する 

②節水シールの点検、貼り付け 

・三洋では全期間目標達成できなかっ

た。年度末に 2階トイレの水漏れが発

覚し、4月に改修予定。 

・オーシャンでは貯水槽の設置により年

度末に水の使用量が増加した。 

 

【評価】水使用量の増加の原因を（増

員のためか、水漏れか、他にあるの

か）分析する。 

トイレの水漏れ改修後

は、排水量を適量にし、

普段から節水を意識し

ていく。 

貯水槽に雨水は使用で

きるか検討する。 
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グリーン購入 
①環境適合商品の調査 

②環境適合商品の優先購入 

・三洋では目標は達成できている。 

・オーシャンは対象品目が少ないため、

達成できなかった。 

 

【評価】価格最優先のため、できる範囲

での実施を続ける。 

 

本年度の取組を継続し

て実施する。 

 

環境対応商品販売 
①展示会への出展などによる販売の

促進 

②インターネット販売強化 

③より環境負荷の小さな原材料の検

討 

・新型コロナウィルスの影響により、前半

は宣伝機会の減少で売り上げが伸び

なかったが、8月には海外からの注

文増加、また、展示会の再開やオン

ライン展示会に積極的に出展し売上

向上、販路拡大につなげられてい

る。 

 

【評価】今後もネット販売の強化を続け

る。また、再生紙や FSC用紙などの

原材料の見直しも検討する。 

 

本年度の取組を継続し

て実施する。 

販売数の減少への対

策、インターネットによる

宣伝、販売強化などを

引き続き検討する。 

より環境を考慮した原材

料への変更を検討して

いく。 

 

 

７．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価の結果 

並びに違反、訴訟等の有無 

 
当社に適用される主な環境関連法規は以下の通りで、5 月 24 日遵守評価の結果、これらへの違反はあ

りませんでした。 

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去 3年間ありませんでした。 

 

適用環境関連法規等 適用される事項 

（事業活動、施設、物質等） 

遵守状況の確認・評価 

廃棄物処理法 

足立区廃棄物条例（三洋） 
廃プラ等の産廃 

委託契約等 

OK 

廃棄物処理法 

川口市条例（オーシャン） 
廃プラ等の産廃 

委託契約等 

OK 

消防法 

（三洋・オーシャン） 
消防用設備点検 

届出・点検結果 

OK 

自動車リサイクル法 

（三洋・オーシャン） 
営業用乗用車 

届出 

OK 

フロン排出抑制法 

（三洋・オーシャン） 
業務用エアコン 

簡易点検結果 

OK 
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８．代表者による全体評価と見直しの結果 

 

エコアクションの取り組みを続けてきたこと、会社の過去の基準値、現在の実績値、

将来の目標値を数値化し比較してきたことで、弊社の課題が明確になってきました。

二酸化炭素排出量の削減には、電力の削減が必至、産業廃棄物については生産過程で

排出されるものと、日常の努力で削減可能な廃棄物とを分けて集計し、極力無駄をな

くしていく。この二つが大きな課題です。 

また、世界的な異常気象やプラスチックゴミ問題など、環境問題がますます深刻と

なっている今、ただ利益や利便性を追求するだけでなく、少しでも環境負荷の少ない

ものを選択していくことも重要だと考えております。 

近年、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、企業のあり方や働き方、人々の動

きなどに大きな変化がありました。その中で一企業として利益を上げ、社会に貢献す

るために、品質の向上に前向きに、社会の需要に柔軟に対応していける企業を目指し

ます。 

 


